
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８・９月

単元 自己紹介をしよう 数字はなあに？
おそろいのイモムシを

つくろう
Day Bingo ゲームを

しよう
誕生列車をつくろう

表現

What's your name?
My name is ～.

What number? What color? What day? What is your birthday
month?
It's ～.

HF 1-1
単語 数字（１～１０） 色 曜日 月
関連 国語 算数 図工 学級活動 学級活動

単元 仲良くしようね いくつかな
オリジナルロボットを

作ろう
フレンドブックを作ろう

～好きな色編～
フレンドブックを作ろう

～好きな動物・乗り物編～

表現

How are you?
I'm ～.

How many? What's this?
It's a ～.

Do you like ～?
Yes, I do./
No, I don't.　I like ～.

Do you like ～.
Yes, I do./
No, I don't.　I like ～.

HF 1-2 1-3 1-7 1-4 1-4
単語 体調や気分を表す言葉 数字（21～100） 体の部分表す言葉 色 動物・乗り物
関連 学級活動 算数 図工 図工

単元 仲良くしようね いくつかな？ 体をつかって遊ぼう  形づくり
フルーツかき氷を

作ろう

表現

How are you?
What's your name?

How many ～? What's this?
It's a ～.
How many～?

～, please.
How many?

May I help you?
Do you have ～?
How much?

HF 1-1, 1-2 1-3 1-3, 1-7 1-3 2-1

単語
体調や気分を表す言

葉
数字（101～1000） 体の部分を表す言葉 形 果物，数字（金額）

関連 学級活動 算数 体育 算数 図工

単元 友だちのことを知ろう 全部でいくつ 食べ物やすみかをたずねて
生き物の名前を当てよう

友だち紹介クイズを
作ろう

道案内をしよう

表現

How are you?
What's your name?
What ～ do you like?

How many ～?
How long ～?

Who are you?
What food do you
like?
Where do you live?

What food do you
like?
Where do you live?
Who are you?

Go straight.
Turn right (left).

HF 1-1, 1-2, 1-5 1-3 1-5 1-5 2-4

単語 気分を表す言葉，果物 数字 動物，食べ物，生活場所 動物，食べ物，生活場所 建物・場所

関連 学級活動 算数 理科 学級活動 国語

単元 友だちになろう 世界の国を知ろう
あなたのあこがれの

職業は？
いくつあるかな

自分たちのできることを
伝えよう

表現

How are you?
What ～ do you like?

Where are you from?
Because ～ .

What do you want to
be?
Because～.

How many～？
How tall～？

What can you do?
What ～ do you like?

HF 1-1, 1-5 2-8 1-3 1-5, 2-3

単語 食べ物，動物，スポーツ 各国のあいさつ 職業 数字 趣味，特技

関連 学級活動 社会 学級活動

単元
一日の生活を
たずね合おう

道案内をしよう
大分の名所を
すいせんしよう

表現

What time～?
How long～?

Go straight.
Turn right (left).
It's on your right
(left).

What can I see (eat)
in Oita?
Where can I see
that?

HF 2-6 2-4 2-3, 2-5

単語 生活を表す言葉 建物・場所 大分の名所・名物

関連 家庭 総合 総合

月・日にち，行事
学級活動

平成２８年度　大分大学教育学部附属小学校　外国語活動
年間カリキュラム（４～９月）

１年

２年

３年

４年

※「HF」の欄は，Hi! Friendsの単元名で関連するものを記している。（例 １－１：Hi! Friends1のLesson1）

６年

５年

友だちになろう

When is your birthday?
What do you think about～?

2-2


